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士会のお手伝いをして、あれこれ30年
島

浩人

武田病院グループ本部リハビリテーション部（元 広報部 理事）
S62年に京都市身体障害者リハビリテーションセンターに入職しましたが、そこではほとんどの先輩が士会の
仕事をされおり、私も何か協力しなければならない環境であったので、微力ではありましたが、お手伝いさせ
て頂きました。
その当初、京都府下で理学療法士が100名程度であり、それでも先輩達は「だいぶ、増えたなぁ、昔は滋賀県
士会と合同でしてたんだよ」という話であった。今では会員数は約2500名、考えられないようなことでありま
す。人数が少なかった事もあり、研修会企画や準備のお手伝い、症例発表をしたり、懇親会に参加したりしま
した。昔は近畿対抗のソフトバール大会やスキーツアーもありました。今でもその楽しい思い出が記憶に残っ
ており、職場以外でも親睦がすぐに深まったと思います。情報交換も図れ、今でも現場で困った事を相談する
伝手があり、大変助かっています。
今まで、学術関連、広報、庶務、調査資料、学会（京都府理学療法士学会、近畿理学療法学術大会、日本理
学療法学術大会）などの士会業務をお手伝いさせてもらいました。その中で長年していたのは広報の仕事でし
た。その当時はパソコンといった物が普及しておらず、宛名印刷はワープロで職場単位のタックシールを作り、
発送している状況でした。年々、会員数が鰻上りに増加して、ワープロでは処理の限界が出始めてきたので、
パソコンが普及してからは士会にも導入してもらいました。しかし、そこからは大変な作業があり、MicroSoft
Access という使ったこともないソフト用いて、入会年度、会費納入有無、所属施設、住所やさらに新人教育プ
ログラムの単位管理も含めた個人情報を管理するデータベースを四苦八苦の末、なんとか作成しました。会員
管理やタックシールも自動的に職場単位での住所や会員数の印字が可能になり、事務作業の効率化が図れたの
ではないかと思います。
年4回発行の士会ニュース「NOW」だけでは、タイムリーな情報を会員に提供する目的でホームページの作
成を行いました。広報部員の一人がホームページビルダーで作成して、更新業務もしてくれました。多大な労
力だったと思います。士会事業も多様化して各部から掲載情報が多くなり、更新作業も部員が片手間で行うの
が大変となり、3年前に更新作業が簡単にできるようにCMS形式でホームページをリニューアルして、更新作
業は士会事務員さんにお願いしました。
こうして、今まで大変な事もありましたが、周りが助けてくれて、なんとか会務をすることができ、いろん
な人とつながりができたことが私の宝になったと思います。今年度は新しい世代に引き継いでもらいたいとい
う願いがあり、理事には立候補いたしませんでしたが、何らかの形で協力させて頂こうと考えています。会員
の皆様も多忙な毎日をお過ごしだと思いますが、会員のために力をお貸し下さい。巡り巡って、自分の利益と
して跳ね返ってくると思います。
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第28回京都府理学療法士学会報告
理学療法の“しんか”を考える～盛況のうちに終了しました!!
大会長 堀江

淳

（京都橘大学）
平成29年12月3日（日）第28回京都府理学療法士学会が京都府と京都市からの後援をいただき、京都橘大学で
盛大に開催されました。本学会のテーマは、「理学療法の“しんか”を考える」です。会員のひとり、ひとり
が、理学療法の“しんか”について考える貴重な一日になってほしいと思いこのテーマにしました。
本学会は、これまで使用してきた京都市呉竹文化センターから、京都橘大学へ変更しました。呉竹文化セン
ターと比べ、交通の便が悪いため参加者がどれくらい来てくれるのか、スタッフ一同、大変心配しておりまし
た。昨年度、第27回京都府理学療法士学会は、南角先生のもと、300名を超える参加者があり、非常に盛況のう
ちに終わりました。「会場と時期（例年は1月）を変えたから参加者が少なかった」と言われるのではないかと、
相当なプレッシャーを感じておりました。しかし、その様な心配とは裏腹に、多くの会員の方が参加してくれ
ました。本学会も、昨年度とほぼ同数の363名の参加があり、“ホッ”と胸をなでおろしました。
本学会では、特別講演2題、教育講演5題、特別企画1題を開催しました。どの講演も、第一線で御活躍中の先
生方にお話していただきました。多くの研究業績、臨床経験を持つ先生方に講演をお願いしましたので、客観
的な根拠のもと、臨床応用への方向性を示しながら御講演いただきました。また、理学療法士としてのあるべ
き姿を、それぞれの先生方の考える“しんか”という観点でお話してくださいました。
私が感じました先生方のメッセージの共通点として、「理学療法士として確固たる地位を確立できるように
なりなさい」ということだったように思います。臨床家としての理学療法士、研究者としての理学療法士、ま
た一人の人間としての理学療法士として、如何に存在感を確保しつつ、理学療法を実践していくか、いけるの
かというメッセージが込められていたように思います。
私の中の“しんか”は“深化”とあてはめました。理学療法の現状、将来展望に憂いがあります。他職種の
人達から信頼され、存在感を認めてもらいながら理学療法士という職業が存在し続けることが出来るのかとい
う憂いです。これからの若い理学療法士に何をしてあげられるのか、何をしなければならないのかを考えるよ
い機会になりました。
本学会では、若い会員の方々が多数参加してくれました。それぞれの講演の中身を明日からの臨床に活用し
ていただくことも重要ですが、学会に参加すること、その中で講演を聞くということ、一般演題を聞くという
ことの本質は違うと思います。御講演いただいた先生方のお話を通じて、臨床、研究、組織運営（教育）何で
も構いません、「やってやるぞ！！」という発奮材料、モチベーションの起爆剤になることだと思います。本
学会の特別講演、教育講演を聴講することは、そのような素晴らしい効用を引き出すのに十分な内容であった
と考えます。
特に、本学会ではヤングセミナーを企画しました。3名の若手の先生方に自分が取り組んでいる研究のことな
どを話していただきました。どの先生方も熱い想いを持った素晴らしい理学療法士であると感じました。セミ
ナーに参加していただいた若い会員の方々にとって、「同じような年代の人がこんなに頑張っているのだから、
負けていられない」と思ってくださったのなら、この企画として大成功だったと思います。
ただ、学会長として、一つだけ心残りなことがあります。学会長一押し企画でありました「寒さに負けるな!
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キッズスペース」の参加者が少なかったことです。京都橘大学で保母さん、幼稚園の先生を目指す学生さんた
ちで構成するボランティアサークル「げんキッズ応援隊」の人達にお手伝いをお願いするという企画でした。
彼女らは、子供たちと遊ぶこと、気を引くこと、扱うことが、我々素人では歯が立たないくらい上手です。学
園祭などでも同様の企画をしている人達ですが、毎年大人気の企画で、子供達であふれかえります。「本学会
でも・・・」との思いで企画しましたが、広報不足、配慮不足（自動車の乗入許可など）もあり、2名の子供達
だけの参加でした（残念ながら、当日、風邪などで欠席の子供達が3名いました）。しかし、2名の子供達は、
予想を裏切ることなく楽しく遊んでくれました。帰りには親御さんに「もう少しお話してきたら・・」と子供
達が言ってくれるほど楽しんでくれました。お父さん理学療法士が連れてきて、学会に参加、奥様には自由な
時間をと思っておりましたが、ちょっとうまくいきませんでした。
最後に、本学会では、多くのミスがあり、不愉快な思いをされた会員の方も多数おられたと思います。誠に
申し訳ございませんでした。しかしながら、運営スタッフ一同、成功に向けて一生懸命頑張りました。結果で
はなく、プロセスを重視し、寛容にお許しいただければ幸いです。
第29回京都府理学療法士学会は、12月に京都テルサにおいて、日本基礎理学療法学会学術大会と同時開催の
予定です。更に、賑やかな学会になるものと楽しみにしております。学会長は、西村純先生（済生会京都府病
院、京都府理学療法士会新人発表部担当理事）です。また、違った趣で開催してくださることと期待しており
ます。
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会員各位
一般社団法人 京都府理学療法士会
学 会 長 西村

純

準備委員長 宮坂 淳介

第29回京都府理学療法士学会のご案内（第1報）
平成30年12月15日（土）、16日（日）の2日間、京都テルサにて第29回京都府理学療法士学会を開催いたしま
す。本学会は、第23回日本基礎理学療法学会学術大会（http://23thjptakiso.com/index.html）との共同開催とな
ります。他学会との合同開催は、京都学会としては初めてのことで、試行錯誤をしながら準備をすすめています。
基礎理学療法学会は、テーマを「身体運動学を極める」として理学療法の基礎分野である運動学を追求して
いく学会と位置付けられています。そこで、共同開催となる本学会では、基礎学会の内容を臨床に活かすこと
を考える学会にしたいと思い、テーマを「身体運動学を臨床に活かす」と設定しました。講演は関節（肩・
股・膝・足関節、体幹）ごとにお願いし、講師の先生には、理学療法の基礎知識を臨床で活かすヒントとなる
ような、運動学やトレーニングの知識を紹介していただく予定です。
本学会は、日本基礎理学療法学会との共同開催となりますので、京都学会に参加していただける方々には、
全国レベルの学術大会の雰囲気も味わっていただける有意義な学会になるものと思います。例年の京都学会と
比較して参加者は格段に多くなり、非常に活気に満ちた学会になるものと期待しています。スタッフ一同、多
くの皆様のご参加をお待ちしています。
日 程 平成30年12月15日（土）、16日（日）
会 場 京都テルサ（京都市南区東九条下殿田町70）
http://www.kyoto-terrsa.or.jp/lib/pdf/download/d_52.pdf
テーマ 身体運動学を臨床に活かす
参加費 4,000円
京都府理学療法士会員のみご参加いただけます。
【プログラム（予定）】
○講演 肩関節 新井 隆三 先生（京都大学医学部整形外科）
足関節 未定
膝関節 伊藤 浩充 先生（甲南女子大学看護リハビリテーション学部）
股関節 木下 一雄 先生（東京慈恵医科大学付属柏病院）
体 幹 青木 一治 先生（名古屋学院大学リハビリテーション学部）
○一般演題
30演題募集予定
演題募集、その他詳細に関しては、NOW7月号およびホームページに掲載いたします。
【問い合わせ先】○メールにて、以下までご連絡ください（29.kyoto.gakkai@gmail.com）
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◀事務局からのお知らせ▶
●財務部●
★Ｈ３０年度の会費は納入されていますか？★
今年度より会費納入につきましては前納制が導入されており、去る３月末日が平成３０年度の会費納入期限
となっております。
このＮＯＷを手に取られている時点で今年度の会費を納入されておられない方は未納者となっております。
今年６月末までの会費の納入がされない場合は未納退会として強制退会となりますので、該当される方は早急
に協会から郵送されている振込用紙にて会費の納入をして下さい。
協会からは４月当初と５月末から６月初旬にかけて２回振込用紙と案内が送付される予定です。
用紙を紛失された方は協会事務局（03-6804-1421）へ連絡してください。
今年度より士会の口座への入金は出来なくなっております。
必ず協会からの振込用紙にて入金して下さい。協会から振込用紙が届かない場合は、事務局（075-741-6017）
まで至急ご連絡下さい。
★楽天クレジット・ニコス自動振替未加入の方へ★
日本理学療法士協会と京都府理学療法士会では会費納入の前納制と未納退会猶予期間の短縮により予期しな
い退会とならない様に楽天クレジットとニコス自動振替の推奨を行なっております。
クレジット・自動振替共に手数料が無料となっており、更にクレジットでは学会・研修会の割引制度などの
メリットもたくさんあります。出来る限りクレジットの申し込みをお願い致します。
楽天クレジットの申し込みは日本理学療法士協会ホームページ上の「マイページ」からお手続きをお願いします。
申込方法がご不明な場合は直接協会事務局（TEL：03-6804-1421）までお問い合わせ下さい。
自動振替による会費の納入をご希望の方は士会事務局までメール（kpta.jimu@gmail.com）もしくはお電話
（075-741-6017）でお申し込み下さい。
メールでの申し込み：「ニコス自動振替希望」とタイトルに入れて、お名前・会員番号・住所を送信して下
さい。後日、書類を発送させていただきます。
※ニコス自動振替は楽天クレジットと違い、自動振替は引落し期日に銀行口座に会費金額以上の残高がない
と引落不可となります。口座の残高には特にご注意下さい。
※確実な会費の納入を奨めるために協会・士会では楽天クレジットを推奨しております。
会員の皆様の御協力を宜しくお願い致します。
【問い合わせ先】
・自動振替申し込みについて
事務局 E-mail：kpta.jimu@gmail.com TEL：075-741-6017 FAX：075-741-6018
・会費について 事務局理事 苅谷 康之 （西陣病院 リハビリテーション科）
〒602-8319 京都市上京区七本松五辻上ル
TEL：075-461-8800（内線159）FAX：075-461-5514
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◀学術局からのお知らせ▶
●新人教育部●
平成30年度新人必須初期研修
下記日程で平成30年度京都府理学療法士会新人研修会（必須初期研修）を開催します。各職場で新卒入職者、
または新人教育プログラムの必須初期研修A単位（A1～5）未受講者がおられる場合は、業務調整のほど宜し
くお願い申し上げます。新人教育プログラム履修は、日本理学療法士協会会員マイページより確認ができます
（閲覧には協会から配布されたIDとパスワードが必要です）。
本研修会は、終日参加により新人教育プログラムAの5単位が認定されます。当日の朝は受付での混雑が予想
されます。受付時間は1時間設けていますので、余裕をもってお越し下さい。
新人必須初期研修会は、研修会会場の都合上、京都府士会員限定となっております。他府県士会会員の方は
ご参加いただけませんのでご注意下さい。
日 時：6月3日（日） 10：00～16：20（受付開始9：00）
会 場：京都教育文化センター
参加費：無料（京都府理学療法士会会員限定）
申込み：不要
内 容：10：00～11：00 テーマ：「理学療法と倫理」A-1
講師：池添 冬芽 先生（京都大学大学院医学研究科）
11：00～12：00 テーマ：「協会組織と生涯学習システム」A-2
講師：市橋 則明 先生（京都大学大学院医学研究科）
13：00～14：00 テーマ：「理学療法における関連法規」A-5
講師：田後 裕之 先生（京都岡本記念病院）
14：10～15：10 テーマ：「人間関係及び接遇」A-4
講師：窓場 勝之 先生（京都博愛会病院）
15：20～16：20 テーマ：「リスクマネジメント（仮）」A-3
講師：山中 寛恵 先生（滋賀県立成人病センター）
【A-3、A-4単位未履修者の会員へのご連絡】
平成24年4月より新人教育プログラムが一新され、日本理学療法士協会が会員包括システムにて単位管理を
行っております。平成23年度より協会ニュースやホームページ（協会・京都府士会）などでお知らせしており
ました通り、新たな新人教育プログラム移行に際し、旧新人教育プログラムからの単位の読替えが行われまし
た。A-3 、A-4単位未履修の会員におかれましては、上記研修会のA-3、A-4にご参加いただき、単位履修を終
えられることをお勧めします。
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第1回研修会
日 時：7月1日（日）15：00～16：00（受付開始14：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム B-2
テーマ：クリニカルリーズニング
講 師：建内 宏重 先生（京都大学大学院医学研究科）
第2回研修会
日 時：7月1日（日）16：20～17：20（受付開始16：00）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム D-2
テーマ：生涯学習と理学療法の専門領域
講 師：宮坂 淳介 先生（京都大学医学部附属病院）
第3回研修会
日 時：7月1日（日）17：40～19：10（受付開始17：20）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム C-5
テーマ：難病コミュニケーション（仮）
講 師：小林 貴代 先生（森ノ宮医療大学）
第4回研修会
日 時：8月26日（日）9：40～10：40（受付開始9：10）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム B-1
テーマ：一次救命処置と基本処置
講 師：南角 学 先生（京都大学医学部附属病院）
第5回研修会
日 時：8月26日（日）11：00～12：00（受付開始10：40）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム B-4
テーマ：症例報告・発表の仕方
講 師：石井 光昭 先生（佛教大学）
第6回研修会
日 時：8月26日（日）13：00～14：00（受付開始12：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
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参加費：無料
単 位：新人教育プログラム E-1
テーマ：臨床実習指導方法論
講 師：中本 隆幸 先生（京都きづ川病院）
第7回研修会
日 時：8月26日（日）14：20～15：50（受付開始14：00）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム C-4
テーマ：高齢者リハビリテーション（仮）
講 師：池添 冬芽 先生（京都大学大学院医学研究科）
第8回研修会
日 時：10月11日（木）19：00～20：00（受付開始18：30）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム D-1
テーマ：社会の中の理学療法
講 師：小寺 翔馬 先生（蘇生会総合病院）
第9回研修会
日 時：10月11日（木）20：15～21：15（受付開始20：00）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラム E-2
テーマ：コーチングとティーチング
講 師：麻田 博之 先生（蘇生会総合病院）
※第1回～第9回研修会はすべて事前申込制です。詳細は京都府理学療法士会のHPに掲載いたします。
問い合わせ先：
新人教育部部長 京都大学大学院医学研究科 建内 宏重 tateuchi.hiroshige.8x@kyoto-u.ac.jp
新人教育部副部長 京都大学医学部附属病院 宮坂 淳介  miyasaka@kuhp.kyoto-u.ac.jp
京都府理学療法士会 平成30年度 第1回新人技術講習会
テーマ：運動学に基づいた運動療法の理論と実際
日 時：平成30年7月28日（土）～7月29日（日）
7月28日 13：00～18：40 （受付 12：30～）
7月29日

9：00～17：10

内 容：本講習会では、主に3年目以内の新人を対象に、運動学に基づいた関節運動の評価・治療方法（スト
レッチング）および姿勢や動作の評価・治療方法について、講義と実技を行います。
具体的には、以下の項目が含まれます。
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・触診（肩・股・膝・足関節）
・姿勢・動作の評価とトレーニングの実際
・関節可動域制限の評価とストレッチングの実際
＊受講により、新人教育プログラムC-2 1単位が認定されます。
＊本講習会は京都府士会員のみが対象となります。
講 師：市橋則明先生、建内宏重先生（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）、
京都大学大学院生
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
（京阪「神宮丸太町」駅下車、または、京都市バス「熊野神社前」「丸太町京阪前」バス停下車）
受講費：5,000円
定 員：40名
申込み方法：右記のQRコード、もしくは下記のURLより
申し込みフォームにアクセスし、必要事項をご記入下さい。
URL；https://goo.gl/forms/XHYWqpDWngyrNOKB2
応募締め切り：平成30年7月1日（日）
＊応募者多数の場合、抽選になる場合があります。ご了承ください。
＊抽選結果は7月10日までにメールにてご連絡いたします。
7月10日を過ぎても受講可否の連絡がメールで届かない場合は、下記にお問い合わせください。
注意事項：
＊同一施設から複数名申し込みをされる場合は、病院のアドレスなど共通のアドレスではなく個人のアドレ
スにてお申し込みください。
＊京都府士会に入会されていないと講習会に参加していただくことができません。
入金をされていない場合、入会とは認められませんので、ご注意ください。
＊ご使用の端末の迷惑メール対策により、双方の連絡が行き届かない例が頻発しております。
設定を解除して頂くか、下記メールアドレスの指定受信を行ってください。
＊申し込み後、受付完了のメールを以って申込み手続きが終了となります。申込み後、数時間経っても返信
がない場合は、大変お手数ですが下記にお問い合わせください。
問い合わせ先：〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 中尾彩佳
（TEL: 075-751-3935、e-mail: kyoto.shinjin＠gmail.com）
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●新人発表部●
第1回研修会
日 時：平成30年7月1日（日）13：00～14：30（受付開始12：30～）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラムD-3
テーマ：（仮）「研究方法論（EBPT含む）」
講 師：川村 孝 先生（京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 予防医療学分野）
第2回研修会
日 時：平成30年9月23日（日）10：00～11：30（受付開始9：30～）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：無料
単 位：新人教育プログラムB-3
テーマ：（仮）「統計方法論」
講 師：天野 徹哉 先生（常葉大学 保健医療学部）
※第1回・第2回研修会は、すべて事前申込制です。詳細は京都府理学療法士会のHPに掲載いたします。
平成30年度 新人症例発表会開催のお知らせ（第1報）
今年度も、下記の通り、新人症例発表会を開催いたします。発表会は、日頃の臨床実践の成果や疑問点を発
表していただく場となります。新人理学療法士の方々は、この発表会を理学療法士としてレベルアップする為
の一つの場としてご活用下さい。また、諸先輩方におかれましては、当日はぜひ会場にお越しいただき、熱い
ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
また、本年度も新人症例発表会での座長を募集します。新人教育プログラム終了後には、座長を経験される
方もあると思います。この機会に座長を経験していただくことで、今後の活動の一助になると思います。是非、
積極的な応募をお待ちしております。
新人症例発表会
日 時：平成30年9月23日（日）13：00～17：30（予定）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
参加費：発表、参加とも無料です
単 位：発表者：「C-6 症例発表（3単位）」が認定されます
対 象：発表者はC-6単位未取得者
演題申込み

演題募集要項参照

■演題募集要項
１．本新人症例発表会は、日本理学療法士協会会員で、京都府内に勤務している者、かつ「C-6

症例発表

（3単位）」未取得者を対象としています。
２．新人症例発表会の登録方法は、抄録を提出いただいた時点で申込み完了とさせていただきます。申込み
期間が過ぎてからの修正や撤回はできません。
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●登録方法：メールの件名を、「2018新人症例発表会申込み」とし、①演者氏名（所属）、②共同演者氏名
（所属）、③演題タイトル、④副題（無い場合は不要）、⑤本文（1,000～1,200文字で記載してください。
全角1文字、半角0.5文字として計算してください。なお、英数字は半角にしてください。機種依存文字は
使用しないでください。）を明記の上、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）まで、お申込みください。
メールはプレーンテキストモードを使用して、ワードなどのファイルを添付するのではなく、メールその
ものに①から⑤の項目を記載して、申込んでくださいますようお願い致します。
●演題登録申込み開始：平成30年5月7日（月）9：00～
●演題登録締め切り：平成30年7月25日（水）17：00必着
申込み後、当方から受付完了のメールを返信いたします。7月27日（金）を過ぎても返信がない場合はすぐに
お問い合わせください。（問い合わせ先：洛西シミズ病院 豊島：075-331-8778 内線2640）
■注意事項：新人理学療法士を対象としたものですので、共同演者なしでの申込みは認めません。抄録作成、
発表に際しては、職場の上司・先輩などに十分にご相談ください。相談できない、できる方がおられない1人
職場などの方は、連絡ください。
３．発表形式：口述発表で行います。発表時間は7分間、質疑応答は5分間の予定です。
４．発表スライドはWindows Power Pointを用いたコンピュータープレゼンテーションとします。Windows
Power Pointを使用できる環境をご用意ください。動画は使用できますが、クイックタイムムービーファ
イル（.mov）、MP4ファイル（.mp4）、またはウィンドウズメディアビデオファイル（.wmv）を用いて
ください。動画はリンクのみでなく、ファイルそのものを貼り付けてください。また、発表時に使用さ
れるスライドは、ファイルサイズが大きくなりすぎないようにしてください（動画を添付した状態で、
150MB以内にしてください。発表用のパソコンでは動画が動かせないなど、対応ができなくなってしま
います）。スライドは、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）に提出してください。スライド提出が発
表会より前になっていますが、これは指定発言（座長の求めに応じて、発表内容に対して、質問・コメ
ント・指導等を行います）の準備や動画の動作確認などを行うためです。スライド提出締め切り後の変
更はできません。ご迷惑をおかけしますが、御協力をお願いします。
●スライド提出の締め切り：動画使用者 平成30年9月9日（日）17：00必着
動画未使用者 平成30年9月16日（日）17：00必着
５．必ず連絡の取れる個人のアドレスから登録してください。同一施設から複数人申込みをされる場合も、
病院のメールアドレスなど、共通のものではなく個人のメールアドレスから登録してください。
■座長募集のお知らせ
新人症例発表会の座長を募集します。今後、様々な学会で座長を経験されることもあると思います。その前
に、一度ご経験いただけると、良いのではないでしょうか。
１．発表数の多い施設の先輩PT、PT数の多い施設から、多く立候補していただけると幸いです。
●立候補していただける方は、メールの件名を「座長応募2018」とし、①氏名、②所属、③理学療法士経験
年数、④C-6単位取得の有無を記載の上、新人発表部（kpta.sinjin.h@gmail.com）までご連絡ください。
●立候補締め切り：平成30年7月31日（火）17：00必着
新人症例発表に関する問い合わせ kpta.sinjin.h@gmail.com
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●生涯学習部●
第1回研修会
日 時：平成30年5月27日（日）9:00～12:00
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：「物理療法（仮）」
講 師：生野 公貴先生（西大和リハビリテーション病院）
単 位：新人教育プログラム：C-4 認定・専門：物療
参加費：1,000円（事前申込制）
第2回研修会
日 時：平成30年5月27日（日）13:30～16:30
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：「ニューロリハ（仮）」
講 師：森岡 周先生（幾央大学）
単 位：新人教育プログラム：C-1 認定・専門：基礎・神経系
参加費：1,000円（事前申込制）
第3回研修会
日 時：平成30年10月21日（日）9:00～12:00
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：「ICUの理学療法（仮）」
講 師：高橋 哲也先生（順天堂大学）
単 位：新人教育プログラム：C-3 認定・専門：内部
参加費：1,000円（事前申込制）
第4回研修会
日 時：平成30年10月21日（日）13:30～16:30
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
テーマ：「動作分析（仮）」
講 師：小田 伸午先生（関西大学）
単 位：新人教育プログラム：C-2 認定・専門：基礎・運動器
参加費：1,000円（事前申込制）
※第1回～第4回研修会はすべて事前申込制です。詳細は4月中旬に京都府理学療法士会ホームページに掲載い
たします。
技術講習会
日 時：平成31年1月14日(月・祝日) 10：00～16：00
会 場：京都橘大学優心館6階（E601教室）
テーマ：「下肢の運動学（仮）」
講 師：工藤 慎太郎先生（森ノ宮医療大学）
単 位：新人教育プログラム：C-2 認定・専門：基礎・運動器
参加費：4,000円（事前申込制）
※事前申込制です。詳細は、5月中旬に京都府理学療法士会ホームページに掲載いたします。
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●北部研修会●
第1回および第2回北部研修会の参加費は、京都府委託事業の「北部リハビリテーション専門職技術向上研修
会（理学療法士）」補助金から充当されています。
第1回研修会
日 時：平成30年6月24日（日）13：30～16：30 受付13：00
会 場：宮津市福祉・教育総合プラザ第1コミュニティルーム
（宮津シーサイドマートミップル3階）
テーマ：「脳卒中の治療における過去、現在、未来～理学療法士としてやるべきこと～」
講 師：大垣 昌之先生（愛仁会リハビリテーション病院）
単 位；新人教育プログラム単位C-3 認定・専門領域 神経・生活支援10ポイント
参加費：無料
※事前の申し込みは必要ありません（100席程度）
第2回研修会
日 時：平成30年11月11日（日）10：00～12：00 受付9：30
会 場：未定
テーマ：「がんのリハビリテーション」（仮）
講 師：井上 順一朗先生（神戸大学医学部附属病院）
単 位：新人教育プログラム：C-3
参加費：無料
※事前の申し込みは必要ありません（100席程度）
新人教育プログラム対象研修会北部会場
第1回
18：20～19：20「クリニカルリーズニング」B-2 講師：堀口 遥先生（舞鶴赤十字病院）
19：30～20：30「生涯学習と理学療法の専門性」D-2 講師：梅田 匡純先生（京丹後市立弥栄病院）
第2回
18：20～19：20「臨床実習指導方法論」E-1 講師：藪内 潤一先生（市立福知山市民病院）
19：30～20：30「症例報告・発表の仕方」B-4 講師：阿部 由平先生（舞鶴赤十字病院）
現在のところ日時と会場は未定ですが、会員が所属されている施設を会場として、平日のナイトセミナーを
計画しています。対象の方は是非ご利用ください。詳細は7月発行のNOWに掲載いたします。
【学術局の研修会に参加する際の注意事項】
＊学術局の研修会は全て（必須初期研修、北部研修会は除く）事前申込制となります。申込専用URLより必
要事項を記入の上お申し込みください。具体的な申込方法は京都府理学療法士会ホームページ等でお知ら
せいたしますので、ホームページをご覧下さい。
＊新人教育部および新人発表部の研修会の定員は180名、生涯学習部研修会の定員は200名、技術講習会の定
員は40名です。定員を超過した場合は、抽選にて受講者を決定いたします。受講可否については、後日、
申込サイトおよびホームページにてご連絡いたします。
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＊なお、抽選は平成30年度会費納入済みの方（申込締め切りまでに入金していただくと参加者決定の抽選に
含めることが可能です）、京都府理学療法士会会員の方が優先されます。
＊事前申込をされていない方、抽選で受講が認められなかった方は、当日会場に来られても研修会に参加す
ることができません。
＊研修会開始15分以降の入室、および研修会終了前の退室は、理由に関わらずポイント履修が認められませ
ん。
＊研修会への参加キャンセルは、必ず申込サイトから（申込締め切り後は、各部の問い合わせ先まで）連絡
してください。連絡なしで研修会をキャンセルされた場合、以降の研修会受講者決定時に不利となります。
＊災害などにより研修会が中止になる場合があります。その際は、事前申込者へのメール連絡もしくは申込
サイトやホームページで通知いたしますので、ご来場前に必ずご確認ください。
＊単位認定には、日本理学療法士協会の協会会員証が必要です。持参い
ただけない場合には、書類記入や会員番号の確認等、多くの作業が必
要になります。協会会員証をご持参下さいますよう、ご協力をお願い
致します。

◀社会局からのお知らせ▶
●保険部●
平成29年度 社会局保険部 第２回研修会 開催報告
社会局保険部 理事 中本 隆幸
平成30年３月18日（日）に京都大学医学部人間健康科学科
酬・介護報酬同時改定

第９講義室におきまして、『平成30年

診療報

研修会』を開催させて頂きました。参加者数は、施設より130名、保険部部員14名の合

計144名の会員の方々に参加をして頂きました。平成30年は、周知の通り診療報酬・介護報酬および障害福祉
サービス等の３つの改定が重なる年になります。平成30年の改定は、医療と介護の連携および地域包括ケアシ
ステムにも大きく関係をする改定となります。そこで保険部また、理事会を通じまして、重要な改定になるこ
とから研修会の時期を入念に検討させて頂き、厚生労働省からの改定内容が明らかとなる時期の開催とさせて
頂きました。講師は、公益社団法人 日本理学療法士協会の先生方にお願いを致しました。
プログラムは下記の通りとなります。
講演１：診療報酬改定について

講師：吉倉 孝則先生

講演２：介護報酬改定について

講師：吉倉 孝則先生

講演３：2025年度に向けた理学療法士のあるべき姿

講師：森本 榮先生

診療報酬改定につきましては、診療報酬改定の構造から話を進めて頂き、同時改定に向けた日本理学療法士
協会の対応についてご説明して頂きました。かなりご尽力を頂いたことが伺えました。その後、診療報酬改定
のリハビリテーション（以下、リハ）に関連する事項の説明をして頂きました。急性期リハに関わる改定では、
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特定集中治療室管理料の見直し、ＡＤＬ維持向上等体
制加算のアウトカムの基準について、回復期リハ病棟
等・地域包括ケア病棟等に関しましては、自宅退院の
基準の変更等を詳しくご説明頂きました。生活期リハ
におきましては、維持期・生活期の疾患別リハ料につ
いての経過措置、算定日数上限の除外対象患者の追加、
回復期リハ病棟等の退棟後の患者等について詳しくご
説明頂きました。今回上述致しました大きな改定にな
る一つに「連携に関する事項」があります。退院時共同指導料、医療と介護の連携に資するリハ計画書の様式
等の見直しがそれにあたります。この内容に関しましても研修会開催時点でわかっている情報を丁寧にご説明
頂きました。
介護報酬改定につきましては、リハ提供施設・事業所からの外部との連携、通所・訪問リハ、訪問看護、通
所介護、介護老人保健施設とご説明がありました。会員の皆さんもご周知の通り、通所・訪問リハにおけるリ
ハマネジメント加算が新たに提示されております。また、長時間通所リハの基本報酬の見直し等に関しまして
も非常にわかり易くご説明頂きました。訪問看護における訪問看護Ⅰ５の対応も変更されております。この内
容に関しましても現在わかっている内容でご質問も加えご説明頂きました。
全体を通じて、リハ専門職の関わりの範囲が広範囲かつ細かく改定されております。私たちはあらためて改
定の内容をしっかりと熟読し、対応していかなければならないことを学ばせて頂いたと思っております。
森本榮副会長より「2025年度に向けた理学療法士のあるべき姿」のタイトルのもと、医療報酬改定・介護報
酬改定をしっかりと読み解き、厚生労働省から理学療法士が何を期待されているのかをご提示頂きました。吉
倉先生のご講義を頂いた後であったために、さらに深く今回の改正の意義を学ぶことができました。冒頭に記
載致しましたが、今回の改定は、医療のみ介護のみの理解では対応できない改定になっております。医療・介
護連携をしっかりと行って行くためには両方の知識が不可欠であることを強調され拝聴した会員は学ばせて頂
いたと思っております。
引き続き、述べて頂いたことは、私たちは専門職として当たり前のことを当たり前に出来ているのかという
内容です。しっかりとＰＤＣＡサイクル（または理学療法評価プロセス）が行えているのか、しっかりと必要
事項を診療録に記載出来ているのかという点です。現在の私を振り返り、質より量になってしまっていないか
も含めて考えさせられることが多々ありました。ご参加頂いた会員の方々もそれぞれ考えさせられるところが
あったかと思います。
もう一つ森本副会長が伝えたかった内容
が「会員ファースト（顔の見える関係・仕
組み作り）、会員あっての士会、士会あっ
ての協会」ということであると思います。
協会・各士会・各施設管理者・全会員で行
う組織運営をあらためて考えさせて頂く機
会となりました。
最後になりますが、年度末のご多忙な中
にも関わらず講師を務めて頂きました、森
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本榮先生、吉倉孝則先生に深く感謝致します。会員の皆さんにおかれましては、「会員ファースト（顔の見え
る関係・仕組み作り）、会員あっての士会、士会あっての協会」をしっかりと考えて行きながら、今後とも京
都府理学療法士会の活動へのご支援・ご協力を賜りたいと思います。ご参加頂いた会員の方々に感謝しながら、
これからもどうぞ宜しくお願い致します。
平成30年度は下記の研修会を予定しております。申し込み方法等の詳細は、後日ホームページにてお知らせ
します。
平成30年度 保険部研修会
テーマ：平成30年同時改定への対応・影響（仮）
日 時：平成30年8月19日（日）9：30～12：30
場 所：京都医健専門学校（予定）
対 象：京都府理学療法士会 会員

●業務推進部●
○第１回在宅ケアネットワークミーティング
日 時：平成30年5月13日（日）10時～12時
場 所：京都医健専門学校
講 師：介護老人保健施設ローランド訪問リハビリ 桑山 浩明 先生
内 容：「在宅看取りにおいてPTが果たすべき役割」
地
 域包括ケアを考える時、人生の最終段階をいかにサポートしていくかは重要な課題の一つです。PT
がこの最終段階で役割を果たすためにどのように伴走することができるか、これまであまり取り上げ
られることが少なかったと思いますが、これからは、学ぶことが必要になってきます。看取りにおい
て経験をお持ちの講師の話を聞き、今後の在宅ケアに活かしましょう。
現
 在、在宅ケアに関わっている方、また関わっていない方でも看取りに関心をお持ちの方、ぜひお越
し下さい。
参加費：無料
申し込み：件 名を「在宅ケアネットワークミーティング参加希望」とお書きいただき、氏名と所属を下記の
メールアドレスへ5月10日までに送信してください。
○第1回小児ネットワークミーティング
日 時：平成30年6月16日（土）10時～12時
※ミーティング終了後、懇親会を予定しています。
場 所：京都大学医学部人間健康科学科
講 師：浅野 大喜先生（日本バプテスト病院）
内 容：「他者の関わりと子どもの発達 〜親の養育行動、兄弟姉妹、養育レジリエンスについて〜」
近
 年、保護者の子どもとの関わりや養育態度が、子どもの発達にさまざまな影響を与えることが明ら
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かとなってきています。これからのPTには子どもの運動機能だけでなく、子どもと母親との関わりに
も目を向けてアドバイスすることが必要になってくると思われます。今回の小児ネットワークでは、
浅野先生に情報提供をしていただいた後、障害児をもつ家族の理解を深めるということについて、皆
様と一緒に考えていきたいと思います。
参加費：無料
申し込み：件名を「第1回小児ネットワーク参加希望」とお書きいただき、氏名と所属を下記のアドレスへ6月
13日までに送信して下さい。
※業務推進部申し込みメールアドレス：kyotoptg@gmail.com
小児ネットワーク、管理者ネットワーク、在宅ネットワークでは、それぞれ登録者を募集しております。ご
興味のある方はぜひ、上記メールアドレスまでメールにてお申込みください。

●公益事業部●
第4回「理学療法川柳」募集のお知らせ
公益事業部では今年も理学療法川柳を募集します。
今年のお題は「足」、会長、理事、部員による厳正なる審査の上、当選者には、賞品ならびに作品を掲載し
たグッズを贈呈します。どなたでもご応募いただけますので、患者様やご利用者の方へもご案内ください。
応募締切 平成30年6月7日（木）正午
優秀作品 平成30年7月上旬 当会ホームページにて発表
応募方法 Mail  ptsenryu@gmail.com FAX 075-741-6018
氏名・住所・TEL・ペンネームをご記入の上 、メールかFAXでご応募下さい。
※足をテーマにした句をご応募ください。
※応募はお1人様 2句までとさせていただきます。
※自作で未発表の作品に限ります。
※二重投稿や著しい類想類句が判明した場合は、受賞を取消す場合がございます。
※当選作品の著作権は京都府理学療法士会に帰属するものとします。
※メール・FAXを送って3営業日以内に返信がない場合は、当士会事務局
075-741-6017までお電話ください。（平日9時～17時）
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◀委員会からのお知らせ▶
●認知症対策委員会●
認知症対策委員会 研修会報告
認知症対策委員会研修会を2回開催いたしました。
第1回研修会
日 時：平成30年2月23日（金）
テーマ：講演「リハビリテーションに役立つ認知症の医学的理解」
グループワーク「認知症の人の対応の仕方の視点を増やそう！」
講 師：精神科医 成本 迅先生（京都府立医科大）
参加者：17名
第2回研修会
日 時：平成30年3月16日（金）
テーマ：講 演「多職種連携に役立つ認知症の治療と意思決
定支援」
グループワーク「これからの自分達に出来ること」
講 師：精神科医 成本 迅先生（京都府立医科大）
参加者：28名

「認知症対策委員会研修会を開催して」
認知症対策委員会 委員長 東 小百合
（公益財団法人 丹後中央病院）
今年度、新たに認知症対策委員会が発足されました。2回研修会を行い、理学療法士として認知症の方々は勿
論のこと、認知症の方々を中心とした家族を始め周囲との連携支援を考える一歩となりました。講師の先生か
らも、「理学療法士さんは、患者様や利用者様に多くの時間関わられているので、投薬による状態の変化やそ
の方の特徴など情報の共有や発信をしっかりして頂きたい。」ということや、「受傷転帰やリハビリ中の認知
症状の変化や特徴を評価し転棟予防に繋げて欲しい。」というお話を頂きました。われわれ理学療法士として、
今後「認知症」へどのように関わり、進んでいくかという意味でも、視点を増やし考える機会となった研修会
であったと思います。各圏域での認知症の対応も異なるというお話もありました。医療介護福祉全ての分野に
おける認知症への支援や関わりの引き出しを共有できるネットワークも必要だと感じました。研修会を開催す
るにあたり、ご協力いただきました皆様及び参加していただいた皆様有難うございました。
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理学療法士講習会（応用編）「下肢の運動学と理学療法A」
日 時：平成30年9月1日（土）9：30（開始）～9月2日（日）18：00（終了）
内 容：本講習会では下肢の運動学に基づいた理学療法の理論と技術について講習する。具体的には筋の機能
と運動学、股・膝関節の運動学とトレーニング、運動連鎖とストレッチング、関節可動域制限因子の
評価と治療、OKCとCKCトレーニングなどを行う。
講 師：市橋則明・建内宏重（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
会 場：京都大学医学部人間健康科学科
受講費：20,000円
定 員：４８名（受講者決定方法：申込締切日以降に抽選）
申込締切日：平成30年7月25日（締め切り日から10日を過ぎても受講可否の連絡がメールにて届かない場合は、
下記申込み先にお問い合わせください）
申込方法：下記①～⑦項目を明記し、申し込み先E-mailアドレスまでE-mailにてお申し込み下さい。･
①講習会テーマ･
②氏名（フリガナ）･
③所属（士会・勤務先施設名および所属部署・〒・勤務先住所・電話番号）･
④メールアドレス（受講可否の連絡をするので病院のアドレスなど共通のアドレスではなく、必ず
連絡の取れる個人のアドレスにしてください）･
⑤経験年数（ 年目）･
⑥生年月日（西暦で）･
⑦会員番号
申込先：E-mail： kyoto.pt.seminar.kashia@gmail.com
単 位：認定・専門理学療法士履修ポイント：20ポイント
問い合わせ先：京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 池添冬芽
（TEL 075-751-3967）
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「職場以外の活動」

ベトナム・タイニン省の地域リハビリを支援する会
おおみや葵の郷 理学療法士 大城 春美
ベトナム・タイニン省の地域リハビリを支援する会は活
動開始して16年になります。
2005年にNPO法人となって※CBR活動が本格的になりま
した。ベトナム戦争ではベトちゃんドクちゃんが有名です
が、枯葉剤の影響と推測される被害者は今も多く生まれて
います。※CBR：Community-Based Rehabilitation
ベトナム戦争は1961年から1975年の終結までをさします
が、甚大な負の影響は現地で深く実感します。無差別の爆
撃は一般人の命、生活のみならず公的施設の破壊も凄く今
でもそれらのインフラは整備が遅れています。学校は午前
午後で低学年、高学年を分けて授業しているところも多く、身体障がい児が通学できる学校はありません。
私が関わる事になったきっかけは以下です。ベトナム戦争に従軍していた元兵士の子に変形・奇形児が多く
生まれておりその調査をされていた当院小児科の医師から依頼された
事です。その尾崎医師から調査だけでは現地の方に何も返す事が出来
ないので今度はリハビリを提供したいと思っている、誰か紹介してくれ
ないかという中身でした。私が行きますと無謀にも返事してしまいまし
た。2002年冬でした。その一か月後ベトナム・タイニン省の平和村を拠
点に地域訪問、健診活動、スタッフ指導が始まりました。以後月一回の
会議開催と夏休みを充てての１週間程度の訪越を中心とした活動を続
けています。日本からの参加者は大勢の時は40人少ないときは15人程
度です。DR、Ns、福祉関係者、元教師、事務経験者、写真家、もちろ
んPT、OT、STそれぞれの職種の学生が混在しての支援は参加者の専
門性、得意を生かした中身になってきています。栄養指導や妊婦健診
なども広域に取り組んできました。学生には子ども達に遊びや、行事を
取り仕切っていただいています。
人口8500万人のベトナム全土でリハの学校はPTに限り４校程度です。OT、STの養成校はありません。ホー
チミン市から西北方向に100キロのタイニン省は面積4000平方キロメートル人口104万人（2005年）京都府と同
じ程度の広さに総合病院が一か所、リハビリセンターが一か所のみです。このセンターは以前枯葉剤被害者救
済の平和村という名称でした。ドイツなどの支援で全国11か所設立されたそうです。
地方にまでリハスタッフは行き届いておらず、リハ業務は殆ど看護師がリハ講座を受けて後に実施していま
す。今では少数のPTがやっと就職していますがOT、STは皆無です。摂食嚥下などのニーズは高くその要請に
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こたえる内容も毎年取り組んできました。関節が固くなる
ので屈伸する、立てないから壁を使って立たすというリハ
から麻痺の質、重心の事、さらにADLへの視点、OT、ST
分野にまで広がってきました。生活設計などの視野をもっ
てどう自立していくかという事になるとまさに日本と同じ
中身です。日本と決定的に違うのは次につながる制度や施
設が無い事です。貧しいですが個人消費は進んでおり若者
を中心に親世代もスマホを保持しています。寝返りもでき
ない重度障害の子が長時間動画を見続けていると言った状
況は最近目立っています。
リハビリテーションを個人の機能レベルに特化したやり
方だけでは生活基盤を築くことなど夢の話です。障害者の
多くが家族の介護で生きています。その家族は殆どが貧困
の状態にあります。年一回程度の打ち上げ花火ではだめだ
との総括から人育てを軸に今まで数年かけて10人を日本で
研修していただきました。それらの人は施設で中核となっ
て働いておられます。
これからの活動課題を３つ上げると、この活動に参加し
たい方を募りたい事。現地で学校入学までの障害児保育的
な展開が出来ないかということ。親や家族だけで介護しな
くても良い形態が示せないかという狙いです。もう一つは
障害者が暮らす家庭を巡回して支援の糸口を見つける役割
のCBRワーカーさんへの具体的指導やその役割についての
行政的認知を引き上げる事です。これまでもボランチィア
であるこの方達への研修や施設内スタッフとの共同活動の
提起をしてきました。施設内スタッフを地域に派遣する事、
施設内行事にC BRワーカーさんも参加していただくなど取
り組んできました。それらを発展していきたいと考えてい
ます。
この文書をお読みの皆さん、経験のあるなしはどうでも
良いですが興味関心のある方が居られましたらどうぞご参
加ください。HPもありますので是非ご覧ください。
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№276

Tea Break
●名前 渡邉 輝
●所属施設名 京都きづ川病院
●ＰＴ経験年数 4年目
●マイニュース
2012年、プロボクサーライセンセンス取得。2014年、理学療法士取得・京都きづ川病院入職し、3年間急性期
入院や外来のリハビリテーションを経験させて頂き、現在は回復期病棟でのリハビリテーションを担当してい
ます。
私は理学療法士になる前、介護の仕事に携わっていました。そのとき、寝たきりで後ろ向きだった利用者様
に対して、励まし積極的にコミュ二ケーションをとることで、明るく前向きになっていく姿をみて、介護の仕
事にやり甲斐を感じていました。そして、その利用者様はリハビリテーションをされ、1ヶ月程度でベッドから
自室トイレまで、歩けるようになったのです。90歳を超える寝たきりだったご高齢の方がリハビリテーション
することで、歩けるようになったことに衝撃が走りました。私はリハビリテーションによって、人はもっと元
気になるのではないか、もっとより良い人生を送れるのではないか、とリハビリテーションの可能性を感じま
した。介護とは違うアプローチがしたいと思い理学療法士を目指すきっかけとなりました。
病院外の活動としては、私が所属していたWBCライトフライ級世界チャンピオン所属ボクシングジムの、会
員様の身体をみさせて頂き、解剖学・運動学を勉強しています。私自身プロボクサーとしてスポーツをしてい
た経験があり、試合前は激しいトレーニングで、体に疼痛を抱えながらトレーニングをしていました。以前の
私のように障害のない健常者にも不良な姿勢、不良な運動パターンによって疼痛などの運動器機能障害を抱え
た人は多いと思います。そこで、理学療法士として、なにかできることはないかと考え、障害があるなしに関
わらず、健常者やスポーツ選手などその人に合った、理想的な姿勢・運動をアドバイスしていき、健康寿命を
伸ばしより良い人生を送って頂きたいと思いました。
現在、ワシントン大学教授Shirley A．Sahrmann先生著書の運動器機能障害症候群のマネジメント、続運動
器機能障害のマネジメントという書籍を、続運動器機能障害のマネジメントを翻訳されている小橋里矢先生に
紹介して頂き、MSI（movement system impairment）アプローチを勉強しています。今後の目標としては、
実際にShirley A．Sahrmann先生の評価やアプローチを生でみて体感し、理学療法士として運動器機能障害に
関わるすべての人の評価と治療ができるような理学療法士になりたいと思っています。

編 集 後 記
皆さんは『ツァイガルニク効果』という言葉をご存知ですか？これは「目標が達成されない行為に
関する未完了課題についての記憶は、完了課題についての記憶に比して想起されやすい」ということ
です。私は学生さんによく言います。
「未完成をいとおしいと思いなさい」と。未完成であるものに対
して努力を惜しまず、日々研鑽を重ねたいということです。私は、歳を重ねても課題でいっぱいです。
会員の皆様、広報部では大変お世話になり、ありがとうございました。今後も会員の皆様のご協力を
賜りたく思いますのでどうかよろしくお願いいたします。
（元 広報部部長 東 佐登美）
NOW No.275の記事訂正について
誤）中西早苗PT（伊根町 保健福祉課 地域包括支援係）
正）中西早苗PT（あしぎぬ福祉会 特別養護老人ホーム満寿園 地域福祉部）
大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
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№276

学術局研修会予定（※申込方法等詳細は別ページ・HP等でご確認ください）
テーマ

講師

生野公貴先生
9：00～
物理療法（仮）
12：00
（西大和リハビリテーション病院）
5月27日（日）
森岡周先生
13：30～
ニューロリハ（仮）
（幾央大学）
16：30
池添冬芽先生
10：00～
理学療法と倫理
11：00
（京都大学大学院医学研究科）
11：00～ 協会組織と生涯学習シス 市橋則明先生
12：00
テム
（京都大学大学院医学研究科）
6月3日（日）
13：00～ 理学療法における関連法 田後裕之先生
（※新人必須
14：00
規
（京都岡本記念病院）
初期研修）
窓場勝之先生
14：10～
人間関係及び接遇
（京都博愛会病院）
15：10
山中寛恵先生
15：20～
リスクマネジメント
（仮）
（滋賀県立成人病センター）
16：20
「脳卒中の治療における過
13：30～
大垣昌之先生
去、現在、未来～理学療法
6月24日（日）
16：30
（愛仁会リハビリテーション病院）
士としてやるべきこと～」
13：00～
川村孝先生
7月1日（日）
（仮）研究方法論（EBPT含む）
14：30
（京都大学大学院医学研究科）
建内宏重先生
15：00～
クリニカルリーズニング
16：00
（京都大学大学院医学研究科）
16：20～
宮坂淳介先生
７月１日（日）
生涯学習と理学療法の専門性
17：20
（京都大学医学部附属病院）
小林貴代先生
17：40～
難病コミュニケーション
（仮）
（森ノ宮医療大学）
19：10
13：00～
運動学に基づいた運動療 市橋則明先生、建内宏重先生
7月28日（土） 18：40
7月29日（日） 9：00～ 法の理論と実践
（京都大学大学院医学研究科）
17：10
南角学先生
9：40～
一次救命措置と基本処置
10：40
（京都大学医学部附属病院）
石井光昭先生
11：00～
症例報告・発表の仕方
（佛教大学）
12：00
8月26日（日）
中本隆幸先生
13：00～
臨床実習指導方法論
（京都きづ川病院）
14：00
14：20～
池添冬芽先生
高齢者リハビリテーション
（仮）
15：50
（京都大学大学院医学研究科）
天野徹哉先生
10：00～
（仮）統計方法論
（常葉大学保健医療学部）
11：30
9月23日（日）
13：00～
新人症例発表会
発表者のみ新プロ単位認定
17：30
小寺翔馬先生
19：00～
社会の中の理学療法
（蘇生会総合病院）
20：00
10月11日（木）
麻田博之先生
20：15～
コーチングとティーチング
（蘇生会総合病院）
21：15
高橋哲也先生
9：00～
ICUの理学療法（仮）
（順天堂大学）
12：00
10月21日（日）
小田伸午先生
13：30～
動作分析（仮）
（関西大学）
16：30
11月3日（土） 13：00～18：40 運動学に基づいた理学療 市橋則明先生、建内宏重先生
11月4日（日） 9：00～17：10 法の理論と実際
（京都大学大学院医学研究科）
10：00～
井上順一朗先生
11月11日（日）
がんのリハビリテーション
（仮）
12：00
（神戸大学医学部附属病院）
第29回京都府理学療法士学会 学会長 西村純先生
12月15日（土） 13：00～18：40 ※第23回基礎理学療法学会学 （済生会京都府病院）
12月16日（日） 9：00～17：10 術大会（学術大会長 市橋則 準備委員長 宮坂淳介先生
明先生）
と同時開催
（京都大学医学部附属病院）
工藤慎太郎先生
1月14日 10：00～
下肢の運動学（仮）
（森ノ宮医療大学）
（月・祝） 16：00
堀口遥先生
18：20～
クリニカルリーズニング
（舞鶴赤十字病院）
19：20
19：30～ 生涯学習と理学療法の専 梅田匡純先生
20：30
門性
（京丹後市立弥栄病院）
未定
藪内潤一先生
18：20～
臨床実習指導方法論
（福知山市民病院）
19：20
阿部由平先生
19：30～
症例報告・発表の仕方
（舞鶴赤十字病院）
20：30
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新プロ単位

専門領域

C-4

物理療法

C-1

基礎
神経系

場所

担当

京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

京都教育文化センター

新人教育部

A-1
A-2
A-5
A-4
A-3
C-3

神経
生活支援

D-3

宮津市福祉教育総合プラザ
第一コミュニティールーム（宮津
シーサイドマートミップル３階）
京都大学医学部
人間健康科学科

北部研修部
新人発表部

B-2
京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人発表部

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

京都大学医学部
人間健康科学科

生涯学習部

C-2

京都大学医学部
人間健康科学科

新人教育部

C-3

未定

北部研修部

京都テルサ

学会部

京都橘大学優心館6階
（E601 教室）

生涯学習部

未定

北部研修部

D-2
C-5
C-2
B-1
B-4
E-1
C-4
B-3
C-6
D-1
E-2
C-3

内部障害

C-2

基礎
運動器

C-2

基礎
運動器

B-2
D-2
E-1
B-4

